
30年5月1日現在

　 場所

千代田区 区役所1階区民ホール

中央区
区内掲示板
区役所1階ロビー

港区
区役所1階ロビー
各支所ロビー等

新宿区
戸塚地域センター
ロビー

文京区

台東区 台東区生涯学習センターアトリウム、区役所１階ロビー

墨田区 区役所1階　アトリウム

江東区
①大島地区　旧中川　川の駅周辺
②都立猿江恩賜公園

品川区 区役所３階渡り廊下

目黒区 総合庁舎本館1階西口ロビー

大田区 区役所1階ロビー

渋谷区 せせらぎまつり（渋谷区総合ケアコミュニティ・せせらぎ）

中野区 区役所1階ロビー

杉並区 区役所１階ロビー

豊島区
区役所１階
としまセンタースクエア

北区 滝野川会館（地域イベント）

荒川区 区役所1階ロビー

板橋区 区役所1階イベントスペース

練馬区 区役所アトリウム

足立区
北千住駅西口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ
区役所1階区民ロビー、庁舎ホール

葛飾区 亀有駅前、かめありリリオホール

江戸川区 区役所1階多目的スペース

八王子市
市役所1階ロビー
八王子駅前

立川市 立川市子ども未来センター

武蔵野市 コピス吉祥寺ふれあいデッキ

三鷹市 市役所1階市民ホール

青梅市
おうめ健康まつり（市役所）
市役所

府中市
商業施設（Foris）
市民活動センタープラッツバルトホール

昭島市 市役所1階市民ロビー

調布市 市役所２階市民ロビー

町田市
町田駅周辺
市庁舎内イベントスタジオ

小金井市 市民交流センターマルチパーパススペース

小平市 市役所1階ロビー

日野市
市役所1階ロビー
イオンモール多摩平の森

東村山市 東村山駅、久米川駅周辺

国分寺市 国分寺駅周辺

国立市 市役所1階ロビー

　５月１２日～１８日を「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」（５月１２日は「民生委員・児童委員の日」）と位置付け、全国各地で普及・啓発活動を行っています。
本年度の各地区の取り組み内容を紹介致します。

平成３０年度民生委員・児童委員活動強化活動週間　取り組み一覧

パネル展、相談コーナー、一日民生委員・児童委員

パネル展、お子さん向けアートバルーン作成・配布、こきん
ちゃん着ぐるみ出動

パネル展、相談コーナー、ほか

パネル展、相談コーナー、一日民生委員・児童委員

駅頭ＰＲ

国分寺駅構内掲示板にパネルを掲示
駅頭ＰＲ、一日民生委員・児童委員

パネル展

パネル展
記念講演会

パネル展、相談コーナー

パネル展

駅頭ＰＲ
パネル展、相談コーナー

パネル展、相談コーナーほか

パネル展、相談コーナー、駅頭ＰＲ

パネル展、グッズ配布、一日民生委員・児童委員

パネル展、駅周辺ＰＲ、一日民生委員・児童委員

パネル展、相談コーナー

パネル展、相談コーナー、一日民生委員・児童委員

パネル展、一日民生委員・児童委員

パネル展、一日民生委員・児童委員

駅頭ＰＲ（一日民生・児童委員）
パネル展、アンケート調査、相談コーナー、ほか

駅頭ＰＲ、「民生委員・児童委員の日」記念大会、一日民生
委員・児童委員

パネル展、一日民生委員・児童委員

パネル展

パネル展

パネル展

パネル展、サロン活動、一日民生委員・児童委員

内容

パネル展、相談コーナー、ミンジーまつり

民生委員・児童委員の日ポスター掲示
パネル展

パネル展、一日民生委員・児童委員
パネル展

パネル展

駅頭ＰＲ

パネル展

パネル展、一日民生委員・児童委員

①大島旧中川そらまめ祭りに参加（大島地区民児協）
　　→グッズ配布、工作、ポップコーン販売
②江東こどもまつりに参加（江東区民児協）
　　→パネル展、工作、ゲーム、一日民生委員・児童委員

パネル展

パネル展、相談コーナー（　5月7日（月）～5月11日（金））

パネル展、一日民生委員・児童委員(16日)

5/11（金）～18日（金）
5/13（日）

5月15日（火）～17日（木）

5月12日（土）
5月14日（月）～18日（金）

5月27日（日）

5月15日（火）～18日（金）

5月7日（月）～12日（土）

5月12日（土）

民生委員・児童委員活動「活動強化週間」の取り組み一覧、および「一日民生委員・児童委員」活動内容一覧
※「一日民生委員・児童委員」活動内容一覧は、３ページにあります。

5月7日（月）～11日（金）
5月14日（月）～18日（金）

5月9日（水）～11日（金）

①5月19日（土）
②5月20日（日）

5月11日（金）～18日（金）

5月7日（月）～13日（月）

6月9日（土）～6月10日（日）

5月7日（月）～11日（金）

5月28日（月）

5月8日（火）～14日（月）

5月7日（月）～12日（土）

5月14日（月）～17日（木）

5月13日（日）

5月7日（月）～11日（金）

5月14日（月）～15日（火）

5月9日（水）～11日（金）

5月15日（火）～18日（金）

5月20日（日）
　5月21日（月）～25日（金）

5月16日（水）～17日（木）
5月18日（金）

5月8日（火）～11日（金）

5月7日（月）～11日（金）

取り組み期間

5月19日（土）

5月1日（火）～14日（月）
5月9日（水）～16日（水）

5月18日（金）
5月10日（木）～18日（金）

5月12日（土）～17日（木）

5月13日（日）

5月16日（水）

5月10日(木)～11日（金）

5月10日（木）

6月3日（日）

4月14日（土）
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　 場所

福生市
駅頭
市役所1階ロビー

狛江市
市役所2階ロビー、狛江駅頭
市役所2階ロビー

清瀬市 清瀬駅

東久留米市 東部地域センター

武蔵村山市 市役所1階ロビー

多摩市
市役所1階ロビー、地下玄関
市内4駅頭

稲城市 市役所1階ロビー

羽村市 市役所1階ロビー

あきる野市 市内スーパー

西東京市 田無駅周辺

瑞穂町 残堀川ふれあいイベント

日の出町 庁舎内

檜原村
役場本庁舎１階ロビー
支所１階ロビー

奥多摩町 福祉会館

三宅支庁 村役場１階ロビー

八丈支庁 保育園（１ヶ所）

小笠原支庁 大神山公園

パネル展

グッズ配布、一日民生委員・児童委員

グッズ配布、一日民生委員・児童委員

街頭募金、一日民生委員・児童委員

グッズ配布

グッズ配布、一日民生委員・児童委員

パネル展

グッズ配布、一日民生委員・児童委員

パネル展

パネル展、相談コーナー
駅頭ＰＲ、一日民生委員・児童委員

パネル展

パネル展、相談コーナー

グッズ配布、相談コーナー

駅頭ＰＲ
パネル展

駅頭ＰＲ（一日民生委員・児童委員）
パネル展

駅頭ＰＲ、一日民生委員・児童委員

パネル展、手作りコーナー（おりがみ・ビーズ・額づくり）、
防犯のおはなし、うたごえひろば　ほか

4月21日（土）

5月21日（月）～5月25日（金）

6月11日（月）

5月3日（木）

5月10日（木）～11日（金）

5月11日（金）～5月12日（土）

5月13日（日）

5月17日（木）

5月1日（火）～31日（木）

5月12日（土）

5月14日（月）～18日（金）

5月14日（月）～18日（金）
5月21日（月）

5月8日（火）～10日（木）

5月9日（水）～15日（火）

5月11日（金）
5月11日（金）～18日（金）

5月15日（火）
5月14日（月）～18日（金）

5月18日（金）

取り組み期間 内容
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30年5月1日現在

パネル展
等に協力

駅頭等
でｸﾞｯｽﾞ
配布

地域
ｲﾍﾞﾝﾄで
ｸﾞｯｽﾞ
配布等

高齢者
子ども
宅訪問

サロン
活動

あいさつ
運動

その他

千代田区 5月19日 5月19日 イベント会場 ○
ＰＲイベント（区民ホール）の開会式で委嘱式を行った後、ＰＲ
グッズの配布等を行う。

中央区 6月3日 6月3日 会議室 ○ ○ ○
区内会議室で委嘱式を行った後、①子育てサロンを手伝い、②街
頭でＰＲグッズの配布、③高齢者訪問を行う。広報課にテレビま
たは写真撮影依頼、ラジオ広報等も活用予定。

港区 5月18日 5月18日 区役所ロビー ○
ＰＲイベント（区役所ロビー）で委嘱式を行った後、ＰＲグッズ
等を配布する。

新宿区 5月29日 5月29日 小学校会議室 ○ ○
小学校校門前で朝のあいさつ運動を行った後、委嘱式を行う。そ
の後、保育園を訪問し絵本贈呈（民児協自主活動）を行う。

文京区 4月28日 4月28日 イベント会場 ○
地域イベント（つつじ祭り／根津神社）の会場で委嘱式を行った
後、ＰＲグッズを配布する。

台東区 4月29日 4月29日 イベント会場 ○
地域イベント（ボランティアフェスティバル）のステージで委嘱
式をした後、ＰＲグッズを配布する。

墨田区 5月11日 5月11日 会長会 ○ ○
５月期会長会で委嘱式を行った後、そのまま会長会に参加。その
後、ＰＲイベントでＰＲグッズの配布等を行う。

江東区 5月20日 5月20日 イベント会場 ○
地域イベント（江東こどもまつり）のオープニングセレモニーで
委嘱式を行った後、民児協のブースに立ち寄る。

品川区 6月22日 6月22日 区長室 ○ 委嘱式を行った後、区内駅頭でＰＲグッズを配布する。

目黒区 5月25日 調整中 合同民児協 ○ 　
5月期の合同民児協で委嘱式を行い、後日、ひとり暮らし等高齢
者登録者調査に同行する。

大田区 5月16日 5月16日 会議室 ○
会議室で委嘱式を行った後、ＰＲイベントでＰＲグッズを配布す
る。

世田谷区 5月18日 5月18日 駅前広場 ○
駅前広場（三軒茶屋駅）で委嘱式を行った後、駅前広場と周辺道
路でＰＲグッズを配布する。

渋谷区 4月27日 5月13日 合同民児協 ○ ○
合同民児協にて委嘱式を行い、後日、「せせらぎまつり」にてＰ
Ｒ活動（ＰＲグッズの配布等）に参加する。また、委嘱式および
ＰＲ活動の様子を渋谷区のホームページに掲載する。

杉並区 5月25日 5月25日
きずなサロン

会場
○

きずなサロンの会場（ゆうゆう堀ノ内松ノ木館）で委嘱式を行
い、サロン活動に参加する。

豊島区 検討中 検討中 検討中 ○ 　
ひとり暮らし高齢者宅を訪問し、熱中症対策グッズの配布を検討
中。

北区 6月9日 6月9日 イベント会場 ○
地域イベント（福祉祭り）オープニングの舞台で委嘱式を行った
後、ミンジーと共に会場内を回ってもらう。

荒川区 5月8日 5月8日 区長室 ○
区長室において委嘱式を行い、その様子を区ＨＰ、広報誌等でＰ
Ｒする。

板橋区 5月28日 5月28日 イベント会場 ○
ＰＲイベント（区役所本庁１階イベントスペース）の会場で委嘱
式を行った後、ＰＲグッズ等を配布する。

練馬区 5月14日 5月14日 イベント会場 ○
ＰＲイベント（区役所１階アトリウム）で委嘱式をした後、ＰＲ
グッズの配布等を行う。

足立区 4月18日 5月12日 区長室 ○
区長室で委嘱式を行い、後日、駅頭（北千住駅）で行うＰＲ活動
に参加する。

葛飾区 5月16日 5月16日
民生委員・
児童委員の日
記念大会

○ ○
駅頭でＰＲグッズ等を配布した後、「民生委員・児童委員の日」
記念大会で委嘱式を行う。記念大会ではパネルディスカッション
への参加を予定している。

江戸川区 4月13日 5月2日 会議室 ○ 　 ○
会議室で委嘱式を行った後、百歳をむかえる方のお宅を訪問して
生活状況をお伺いし、百歳のお祝いをする。その際、区広報紙・
映像による取材・撮影をしてＰＲを行う予定。

八王子市 5月10日 5月10日 市長応接室 ○ ○
市長応接室で委嘱式を行った後、ＰＲイベント（本庁舎市民ロ
ビー）でＰＲグッズの配布等を行う。

立川市 6月3日 6月3日 イベント会場 ○
地域イベント（環境フェア2018）で委嘱式を行った後、ミンジー
の着ぐるみと一緒に会場内を回り、ＰＲグッズを配布する。

武蔵野市 4月14日 4月14日 イベント会場 ○
【確定】ＰＲイベント（コピス吉祥寺ふれあいデッキ）で委嘱式
を行った後、ＰＲグッズの配布等を行う。

三鷹市 5月10日 5月10日 市長室 ○ 　 市長室で委嘱式を行った後、赤ちゃん訪問を行う。

青梅市 4月10日 5月20日 市長室 ○
市長室で委嘱式を行い、後日、地域イベント（おうめ健康まつ
り）でＰＲグッズの配布を行う。

府中市 5月16日 5月16日 イベント会場 ○ ○
街頭でＰＲグッズを配布した後、子ども家庭支援センターで子育
て懇談会を行う。

昭島市 5月9日 5月9日 市長室 ○ ○ 　
市長室での委嘱式を行った後、ＰＲイベント（市民ロビー）で挨
拶をし、その後、ふれあいほっとサロンに参加する。

調布市 5月11日 5月11日 応接室 ○ ○ ○
委嘱式・たすき伝達を行った後、高齢者宅の訪問および、ひだま
りサロンを訪問する。

町田市 5月12日 5月12日 駅周辺会場 ○
駅周辺（町田駅）の会場で委嘱式を行った後、駅周辺でＰＲグッ
ズを配布する。

小金井市 5月27日 5月27日 イベント会場 ○
ＰＲイベント（市民交流センターマルチパーパススペース）で委
嘱式を行った後、ＰＲグッズの配布等を行う。

小平市 5月15日 5月15日 市役所ロビー ○
ＰＲイベント（市役所１階ロビー）でセレモニー、委嘱式を行っ
た後、近隣の保育園で園児とふれあいの場を持つ。

日野市 5月12日 5月12日 イベント会場 ○ ＰＲイベントで委嘱式を行った後、ＰＲグッズを配布する。

東村山市 5月12日 5月12日
市民ステー
ション

○ ○ 　
駅隣接の市民ステーションにて委嘱式を行った後、①駅頭でＰＲ
グッズを配布し、②その後、高齢者宅の訪問を行う。

東京の民生委員制度誕生100周年事業「一日民生委員・児童委員」活動内容一覧

東京の民生委員制度の始まりと言われている「救済委員」が設置されてから、本年100周年を迎えます。

　 委嘱日 活動日 委嘱式会場

内容
内容

※「ＰＲイベント」＝民児協主催のパネル展等
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パネル展
等に協力

駅頭等
でｸﾞｯｽﾞ
配布

地域
ｲﾍﾞﾝﾄで
ｸﾞｯｽﾞ
配布等

高齢者
子ども
宅訪問

サロン
活動

あいさつ
運動

その他

国分寺市 5月13日 5月13日 駅前ホール ○
委嘱式を行った後、駅周辺（国分寺駅）でＰＲグッズの配布を行
う。

国立市 5月15日 5月15日 市長公室 ○
委嘱式を行った後、ＰＲイベント（パネル展）会場でＰＲグッズ
の配布等を行う。

福生市 5月11日 5月11日 市役所ロビー ○ ○ ○ ○

ＰＲイベント（市役所ロビー）で市長・教育長・社会福祉協議会
会長の委嘱式を行った後、①市役所・駅頭でＰＲグッズを配布
し、②その後、子育てサロンに参加する。事前にプレスリリース
を行う。

狛江市 5月15日 5月15日 市役所ロビー ○
市役所ロビーにて委嘱式を行った後、駅頭でＰＲグッズの配布等
を行う。

清瀬市 5月18日 5月18日 市長室 ○ ○ 　
市長室で委嘱式を行った後、①高齢者宅を訪問し安否確認を行
う。②その後、駅頭でＰＲグッズの配布を行う。

東久留米市 5月10日 5月10日 市役所会議室 ○
市役所会議室にて委嘱式を行った後、駅頭（東久留米駅）にてＰ
Ｒグッズを配布する。

武蔵村山市 検討中 検討中 未定 ○ 　 高齢者宅の見守り訪問を行う。

多摩市 4月26日 5月21日 公民館ホール ○
公民館ホールで委嘱式を行い、後日、市内４駅頭でのＰＲグッズ
の配布等を行う。

稲城市 4月24日 5月8日 合同民児協 ○ ○ 　
合同民児協の場で委嘱式を行い、後日、①小学校と中学校（各1
校）に朝のあいさつ運動を行い、②その後、ＰＲイベント（市役
所１階ロビー）でＰＲグッズの配布等を行う。

羽村市 5月11日 5月11日 イベント会場 ○
委嘱式を行った後、パネル展（市役所１階ホール）でＰＲグッズ
の配布等を行う。

あきる野市 5月14日 5月14日 市長室 ○
市長室で委嘱式を行った後、市役所ロビーにてチラシの配布等を
行う。

西東京市 5月11日 5月12日 庁議室 ○
委嘱式を行った後、翌日に駅頭で街頭募金、ＰＲグッズの配布を
行う。

瑞穂町 5月13日 5月13日 未定 ○
委嘱式を行った後、地域イベント（残堀川ふれあいイベント）で
ＰＲグッズを配布する。

日の出町 5月17日 5月17日 役場 ○ 　 町長室で委嘱式を行った後、役場内にてＰＲグッズを配布する。

檜原村 6月25日 6月25日 役場 ○
役場で委嘱式を行った後、ＰＲイベント（役場）でＰＲグッズを
配布する。

奥多摩町 4月21日 4月21日 福祉会館 ○
地域イベント（福祉バザー）で委嘱式を行った後、ＰＲグッズを
配布する。

大島町 5月20日 5月20日 町長室  　 ○
町内のお祭りに参加し、その後の会食会にて、高齢者と親睦を深
める。

新島村 6月定例会 6月定例会 未定
6月の定例会で委嘱式を行い、そのまま出席し、その後、老人
ホームを訪問する。

神津島村 6月10日 6月10日 未定 ○
委嘱式を行った後、社会福祉協議会主催の高齢者バスハイキング
に受付業務等参加する。

三宅村 6月1日 6月1日 村長室 ○ 　 村長室で委嘱式を行った後、老人クラブに参加する。

八丈町 6月11日 6月11日 町長室 ○
役場で委嘱式を行った後、保育園（１ヶ所）にて保護者へＰＲ
グッズを配布する。

小笠原村 5月3日 5月3日 イベント会場 ○ ＰＲイベントで委嘱式を行った後、ＰＲグッズを配布する。

　 委嘱日 活動日 委嘱式会場

内容
内容

※「ＰＲイベント」＝民児協主催のパネル展等

4


